
２０１９年２月２０日 

東海旅客鉄道株式会社 

リニア・鉄道館 春のイベント開催について 

リニア・鉄道館では､この春も｢楽しもう！春のリニア・鉄道館！｣をテーマに様々なイ

ベントを開催します。１００系新幹線電車の活躍と功績について紹介する企画展を開催す

るほか、鉄道に活用されている技術やこれまでの経験を踏まえた車両の変遷に関するガイ

ドツアーを開催するなど、たくさんのイベントをご用意しています。皆様のご来館をお待

ちしています。 

１．第８回企画展「東海道新幹線の進化 ～１００系新幹線のデビューと果たした役割～」の

開催について【別紙１】 

・１９８５年のデビュー後、国鉄からＪＲ東海へと受け継がれ、

時代を駆け抜けた１００系新幹線電車の活躍と功績について、

貴重な資料やパネル等を用いて紹介します。 

 
２．その他の春のイベントについて【別紙２】 

【主なイベント内容】 

◆ガイドツアー 

・「バネの働きと電車の乗り心地ガイドツアー」（初開催）では、 

 バネが電車のどの部分に使用され、バネによってどのように 

安全・快適な電車へと進化してきたのかを解説します。 

・「鉄道車両の塗装の変遷ガイドツアー」（初開催）では、 

さまざまな鉄道車両の塗装の目的や色が決まった経緯等に 

ついて解説します。 

  ◆新幹線 前頭オオイ特別開放 

◆春休みワークショップ～和紙でつくるミサンガ～（初開催） 

 
３．こどもパスポートの発売について【別紙３】 

 ・毎年ご好評いただいている「こどもパスポート」を今年も発売 

します。 

 

４．ミュージアムショップ、デリカステーションにおけるフェア開催について【別紙４】 

・ミュージアムショップでは「入園・入学おめでとうフェア」を開催します。 

・デリカステーションでは人気のお弁当を期間限定で再販売します。 

 

※休館日は毎週火曜日です（ただし、３月２６日（火）、４月２日（火）、４月３０日（火・休）は開館 
します）。 

※イベントの開催日時、参加方法等は別紙をご参照ください。特段表記のないものは入館料のみでお楽

しみいただけます。また、予告なく内容を変更、中止することがあります。 
※写真は全てイメージです。 

鉄道車両の塗装の変遷 

和紙でつくるミサンガ 

１００系新幹線電車 



第８回企画展  

「東海道新幹線の進化 ～１００系新幹線のデビューと果たした役割～」の開催について 
 

「お客様へのサービスの向上」を第一として開発され、１９８５年１０月１日に０系新幹線電車の

モデルチェンジ車両としてデビューした１００系新幹線電車。本企画展では、国鉄からＪＲ東海へと

受け継がれ、時代を駆け抜けた１００系新幹線電車の活躍と功績について、貴重な資料やパネル等を

用いて紹介します。 
 
（１）開催期間：２０１９年３月２０日（水）～９月２３日（月・祝） 

（２）開催場所：２階体験学習室   ※入館料のみでご覧いただけます。 

（３）概  要： ①「夢の超特急」誕生から２０年 

          ・東海道新幹線を取り巻く環境は自動車や航空機の普及・発展により、東海道新幹線

にも変革が必要となった。 

         ②モデルチェンジ車（１００系）の誕生 

・１００系新幹線電車は技術的な進化よりもお客様設備に重点を置いたサービス向上

とコスト低減を両立したモデルチェンジ車として誕生した。 

           ③１００系新幹線電車の活躍 

・１００系新幹線電車はお客様のニーズを捉えた車両として活躍し、ＪＲ東海のイメ

ージ戦略では重要な役割を果たし、２階建て車両など画期的なサービスを展開した。 

            ④東海道新幹線の高速化と１００系新幹線電車の引退 

・技術的進化、高速化を目指した３００系新幹線電車が１９９２年にデビューし、「の

ぞみ」の運行開始を機に、全列車の性能及び座席数とその配置の統一を進めたことか

ら、比較的早く東海道新幹線から引退した。 

           ⑤東海道新幹線のその後 

・品川駅開業及び全列車時速２７０ｋｍ化により、更なる新型車両の投入や安全対策の

深度化などを進め、会員制ネット予約サービスの「ＥＸ予約」や京都、奈良キャンペー

ンなど、お客様のニーズを捉えた新しいサービスを展開し続けている。 

 

 

別紙１ 
 

２月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

１００系新幹線電車 

http://museum.jr-central.co.jp/


その他の春のイベントについて 

 

１．ガイドツアー 

（１）みどころガイド 

展示車両や鉄道ジオラマなど、館内展示物のみどころをスタッフが解説 

します。 

① 開催日時 ・３月２日（土）～３月２１日（木・祝）の土休日 

１１：００～、１４：３０～ 

・３月２３日（土）～４月７日（日）の毎日 

１１：００～、１４：３０～ 

 ※ただし、３月２８日（木）、２９日（金）は開催しません。 

・４月１３日（土）～６月２日（日）の土休日 

１１：００～、１４：３０～ 

      ※ただし、４月２１日（日）は開催しません。 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

 

（２）鉄道の標記ガイドツアー 

車両に記された文字や数字のひみつについてスタッフが解説します。 

① 開催日時 ３月２日（土）～３月１７日（日）の土休日 １３：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

 

（３）バネの働きと電車の乗り心地ガイドツアー ※初開催 

生活になじみのあるバネが電車のどの部分に使用され、バネによって 

どのように安全・快適な電車へと進化してきたのかをスタッフが解説します。 

① 開催日時 ３月２１日（木・祝）～４月７日（日）の毎日 １３：００～ 

     ※ただし、３月２２日（金）、２８日（木）、２９日（金）は開催 

      しません。 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

 

（４）鉄道車両の塗装の変遷ガイドツアー ※初開催 

さまざまな鉄道車両の塗装の目的や色が決まった経緯等についてスタッフが 

解説します。 

① 開催日時 ・４月１３日（土）～４月３０日（火・休）の土休日 

１３：００～ 

      ※ただし、４月２１日（日）は開催しません。 

     ・６月１日（土）～６月３０日（日）の土休日 

１３：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

別紙２ 
 

過去のみどころガイドの様子 

１００系新幹線の標記 

鉄道車両の塗装の変遷 

新幹線に使用されているバネ 



（５）クロ３８１形式電車 車内特別ガイドツアー 

中央本線の特急「しなの」の魅力をアップさせるために生まれたパノラマ車 

であるクロ３８１形式電車の車内を特別に公開します。 

車内ではスタッフが車両について解説します。 

① 開催日時 ５月１日（水・祝）～５月２６日（日）の土休日 

１３：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回１０名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

 

２．新幹線 前頭オオイ特別開放 

車両連結時等以外は通常開けることのない新幹線の前頭オオイの内側を 

特別に公開します。 

（１）７００系新幹線前頭オオイ特別開放 

① 開催日時 ３月２３日（土）、２４日（日） １２：３０～１６：００ 

② 開催場所 ７００系７２３形式新幹線 

 

（２）１００系新幹線前頭オオイ特別開放 

① 開催日時 ６月１日（土）、２日（日） １２：３０～１６：００ 

② 開催場所 １００系１２３形式新幹線 

 

（３）ＧＷ期間中の新幹線前頭オオイ特別開放 

０系、１００系、３００系、７００系のいずれかの新幹線の前頭オオイの 

内側を特別に公開します。 

どの車両の前頭オオイを特別開放するかは当日のお楽しみです。 

※１日１車両のみを開放します。 

① 開催日時 ４月２８日（日）～５月１日（水・祝） １２：３０～１６：００ 

② 開催場所 前頭オオイ開放車両前 

 

３．お仕事紹介 

現役の乗務員やパーサー、車両所社員等が普段のお仕事について紹介 

します。 

① 開催日時 ・在来線運転士   ：３月３０日（土）、３１日（日） 

                  １１：３０～、１４：００～ 

・パーサー    ：４月１３日（土）、１４日（日） 

       １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線車両所社員：５月４日（土・祝）、５日（日・祝） 

    １１：３０～、１４：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回２０名程度） 

③ 所要時間 各回約３０分 

 

 

 

 

クロ３８１形式電車 

過去の新幹線前頭オオイ特別開放 

（上）７００系新幹線 

（下）１００系新幹線 

 

過去のお仕事紹介の様子 

（上）在来線運転士 

（下）新幹線車両所社員 



４．新幹線運転台公開（記念撮影） 

普段は入ることのできない新幹線の運転台を公開します。 

運転台では、お子様向けに子ども用制服を着て記念撮影をすることも 

できます。 

※先着順：各日８５組程度（※１組最大４名まで） 

※スタッフが撮影した写真を特製台紙に入れてお渡しするフォトサービスも 

行います。 

フォトサービスの価格：１，１００円／枚(税込) 

（記念カードとセットの場合は１，６００円／セット（税込）） 

（１）１００系新幹線 

① 開催期間 ３月１日（金）～５月６日（月・休）の休館日除く毎日 

② 開催場所 １００系１２３形式新幹線車内 

③ 参加方法 １００系１２３形式新幹線ホームにて受付 

 

（２）３００系新幹線 

① 開催期間 ５月８日（水）～６月３日（月）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ３００系３２２形式新幹線車内 

③ 参加方法 ３００系３２２形式新幹線ホームにて受付 

 

５．その他イベント 

（１）ＪＲ東海音楽クラブコンサート 

ＪＲ東海の社員で構成する音楽クラブによるコンサートを開催します。 

鉄道をテーマにした曲を中心に生演奏をお楽しみください。 

① 開催日時 ４月２１日（日） 

１１：００～、１３：００～、１５：００～ 

② 開催場所 イベント広場 

③ 所要時間 各回約３０分 

 

（２）きかんしゃトーマスと記念撮影！ 

きかんしゃトーマスがリニア・鉄道館にやってきます。 

きかんしゃトーマスと記念撮影できるほか、特別映像の上映会も行います。 

 

【きかんしゃトーマスと記念撮影！】 

① 開催日時 ４月６日（土）、７日（日）１１：３０～、１４：００～ 

② 開催場所 Ｃ５７形式蒸気機関車前 

③ 所要時間 各回約２０分 

 

【特別映像の上映会】 

① 開催日時 ３月６日（水）～６月３日（月）の休館日除く毎日 

１０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ 

② 開催場所 ２階映像シアター（各回定員５５名） 

③ 所要時間 各回約１５分 

 

 

過去の運転台公開の様子 
 

過去のＪＲ東海音楽クラブ 

コンサートの様子 
 

(C)2019 Gullane(Thomas)Limited. 



（３）ペーパークラフトをつくってみよう！ 

人気の東海道新幹線をペーパークラフトで作ることができます。 

① 開催期間 ３月１日（金）～６月３日（月）の休館日除く毎日 

１０：００～１７：００ 

② 開催場所 ２階センターデッキ付近 

※事前に館内の１階総合案内でペーパークラフト（各種３００円／セット 

（税込））をご購入いただき、開催場所までお越しください。 

※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

※お席には限りがあります。 

 

（４）クイズラリー 

館内の展示物をヒントに新幹線の特徴などについて学ぶことができる 

クイズラリーを開催します。ゴールされたお子様には当館のオリジナル 

グッズをプレゼントします。 

① 開催日時 ・３月２日（土）～３月２１日（木・祝）の土休日 

     ・３月２３日（土）～４月７日（日）の毎日 

     ・４月１３日（土）～６月２日（日）の土休日 

② 参加方法 館内で配布する「探検シート」でご自由にご参加いただけます。 

※小学生以下のお子様が対象です。 

 

（５）春休みワークショップ～和紙でつくるミサンガ～ ※初開催 

鉄道史料の保管や復元等に使用されている日本古来の和紙を材料とした 

ミサンガをつくることができます。 

① 開催日時 ３月２８日（木）、２９日（金） 

１１：００～、１３：００～、１５：００～ 

② 参加方法 イベント広場にて受付（先着順：各回１５組程度） 

③ 参加料金 ３００円／セット（税込） 

④ 所要時間 各回約４０分 

 

（６）新幹線シミュレータ「Ｎ７００」、在来線シミュレータ「車掌」先着順利用券販売！ 

普段は抽選制で実施している両シミュレータの利用券について、 

ご好評につき、先着順で販売します。 

① 開催期間   ３月１日（金）～６月３日（月）の休館日除く毎日 

       ※ただし、３月１３日（水）～２４日（日）、 

４月２７日（土）～５月６日（月・休）は先着順で 

販売しません（抽選制で実施します）。 

② 販売箇所   １階総合案内 

③ 販売開始時間 １０：００  

④ 販売料金   ５００円（１回） 

※ただし、販売数量には限りがあります。 

 
２月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 
※写真・イラストは全てイメージです。 
※特段表記のないものは入館料のみでお楽しみいただけます。  

ペーパークラフト工作体験 

クイズラリー 

和紙でつくるミサンガ 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

http://museum.jr-central.co.jp/


こどもパスポートの発売について 
 
 リニア・鉄道館では高校生以下のお子様を対象とした「こどもパスポート」を販売します。

ご購入いただくと、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの１年間、何度でもご

入館いただけるほか、同伴のお客様の入館料割引などの各種特典もご用意しています。 
 
◆名  称：「リニア・鉄道館 こどもパスポート」 
 
◆発売期間：２０１９年３月１３日（水）～２０１９年９月２日（月） 
 
◆価  格：小中高生用        ：１，０００円（税込） 
      幼児用（３歳以上未就学児）：  ４００円（税込） 
 
◆有効期間：２０１９年４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火） 
 
◆発売箇所：リニア・鉄道館 １階総合案内 
 
◆特典内容：◎上記有効期間内において、パスポート記載のご本人に限り、リニア・鉄道館に 
       何度でも入館できます（パスポートの提示がない場合は通常料金が必要）。 
      ◎同伴のお客様の入館料を割引します（大人は２００円引、幼児・小中高生は 

１００円引）。 
      ◎館内ミュージアムショップで販売する商品を５％割引します。 

※税込１，０００円以上ご購入の場合に限ります。 
       ※１日１回限り、書籍、ＤＶＤ、メダル刻印など一部商品は割引対象外です。 
      ◎館内デリカステーションで販売するカップドリンクを５０円割引します。 
       ※１日１杯限り、コーヒーは対象外です。 
◆注意事項：◎館内での発売のため、お買い求めいただく際は別途当日の入館料が必要です。 
       ※既に有効期間内のこどもパスポートをお持ちのお子様ご本人の入館料は 

不要です。 
      ◎購入時の価格については、有効期間（２０１９年４月～２０２０年３月）の 
       学年に該当する料金を適用します。よって、有効期間内に３歳となるお子様も 
       ご購入いただけます。 
      ◎各種特典をご利用の際は必ずパスポートのご提示をお願いいたします。 
      ◎特典内容は変更となる場合があります。 
                               

別紙３ 

２月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※写真はイメージです。 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

こどもパスポート 
※デザインは変更となる場合があります。 

http://museum.jr-central.co.jp/


 
 

ミュージアムショップ、デリカステーションにおけるフェア開催について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

人気のお弁当を期間限定で再販売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 系新幹線おにぎり弁当  

923 形ドクターイエローお子様ランチ 

 デリカステーション 

昨年秋の限定販売では、ご好評につき連日完売となりました 

新幹線の容器のお弁当２種類を行楽シーズン限定で再販売いたします。 

① 700 系新幹線おにぎり弁当（1,280 円:税込） 

② 923 形ドクターイエローお子様ランチ（1,280 円：税込） 

 

食べ終わったあとは容器をお部屋に飾ってみませんか。 

この機会にぜひお買い求めください。 

 

販売日： 3 月 21 日（木･祝）～4 月 7 日（日）の土休日  

4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月･休）の毎日 

★上記商品のほか、リニア・鉄道館限定の 

「Ｄｒ．Yellow lunch box（1,000 円：税込）」は 

通年で販売しております。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

※商品内容・パッケージ・価格は、一部変更する場合もございます。 

※写真はイメージです。 ※売切れの場合はご容赦ください。 

 

写真 

②  

 

ミュージアムショップ 
 

 

 
入園・入学おめでとうフェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 

お子さまの入園入学に、 

いろいろなグッズを取りそろえてお待ちしています。 

期間 2 月 27 日（水）～4 月 15 日（月） 

 

① ＜入園グッズ＞ 

・新幹線キルトレッスンバック・・・2,052 円(税込) 

・新幹線キルトシューズケース・・・1,512 円(税込) 

・新幹線巾着Ｓ ・・・648 円(税込) 

 

② ＜入学グッズ＞ 

・ペンポーチ MLX01-1・・・648 円(税込) ★ 

・フルカラー折りたたみ定規 MLX01-1・・・324 円(税込) ★ 

・超電導リニアＬ０系鉛筆４本セット・・・648 円(税込) 

・トレイン消しゴムＬ０系超電導リニア・・・324 円(税込) 

★リニア・鉄道館 限定商品 

①  

２月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

Ｄｒ．Yellow lunch box 

 
① 

② 

http://museum.jr-central.co.jp/

